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　20年前、神戸で阪神淡路大震災の被災地ボランティアを
行いました。未だにあの悲惨な光景は脳裏から離れません。
東日本大震災でさらに多くの尊い命がなくなりました。政治
家になり、政治の要諦は国民の生命と財産を守るためにある
と認識しながら東日本大震災では何もできなかったという
持って行き場のないやるせなさを痛感しました。
　私の故郷である埼玉。親しくさせていただいている皆様が
住んでいる埼玉。大震災が発生した時に県民の皆様が悲嘆に
暮れる姿を見たくない。そんな想いを強くしています。
　この間、防災研究機関の研究員として、防災士として、県
議会会派の防災強化プロジェクトチームの座長として徹底し
て研究し続けている地震対策を地元埼玉のために還元し犠牲
者を一人でも減らしたいと思っています。
　関東直下型巨大地震は、この国の国家の存亡に関わる一大
事です。県議会のミスター防災として、この埼玉の地を守る
ために、私は、引かない、曲げない、あきらめない。

　東日本大震災から４年が経とうとしています。時間の経過
とともに震災の危機意識が薄くなり、自分は犠牲者にならな
いという根拠のない思い込みに支配されています。減災対策
で最も厄介なことです。
　想定されている関東直下巨大地震は、国家の存亡に関わり
ます。それは、他の大地震の比ではない深刻な影響が出るか
らです。被害想定では、損害額は110兆円を超え、死者は数
万人規模となり、経済的、人的損失は計り知れません。震源
地域になる１都３県で甚大な被害が発生すれば、この地域の
所得税、法人税、消費税だけでも総額が全国の約62パーセ
ントを占め、約50兆円以上の税収が確保できない状況に陥
ります。関東直下型巨大地震の難を逃れることは、この国を
救うことになるのです。

　埼玉県地震被害想定では、川口市、草加市、戸田市に各種
の被害が多く、この地域の軟弱地盤と建物が密集しているこ

とが大きな被害を生み出す原因だと言えます。県内の他地域
よりも、事前の準備が強く求められる地域だということをご
認識下さい。

　関東直下大地震の対策を考える上では、本県は津波被害を
想定しにくいことから、津波による被害が甚大だった東日本
大震災ではなく、阪神・淡路大震災の被害分析を徹底的に行
うことが重要です。阪神・淡路大震災の被害調査はさまざま
な分野で行われており、示唆に富む教訓やデータがいくつも
あります。人間は、想定外の出来事に的確に対応することが
できません。だからこそ、過去の大震災の被害データを徹底
的に分析して事前に準備すべきです。犠牲者を減らすために
何をなすべきかという観点から、ここで阪神・淡路大震災の
被害の傾向を分析します。

　死因の約85パーセントは、家
屋倒壊や家具横転による窒息や
圧死、約12パーセントが火災に
よる焼死です。午前5時46分の
未明発災で、大多数が自宅で被
災をされました。
　芦屋市内の倒壊家屋調査では、
昭和56年、1981年の新耐震基準

の制定前に建築された木造建築は80パーセントが倒壊、一
方、新耐震基準木造建築の倒壊は10パーセント程度でした。
死者の80パーセント相当約５千人は、家屋が倒壊し、家屋
の下敷きとなり即死しています。特に、１階で就寝中に圧死

埼玉、川口を守るために

教訓にすべきは阪神・淡路大震災

死因の第一位は家屋倒壊による下敷き

関東直下型大地震は国家の一大事

埼玉県地震被害想定では川口が県内で最も

甚大な被害を受ける

阪神淡路大震災死因分析
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全壊棟数 5,596棟／13,380棟 県内第１位
被害の内容 条件 被害データ 県内順位

火災焼失棟数 冬18時・風速8m／秒 149棟／1,572棟 県内第２位

死者数 冬5時・風速8m／秒 288人／585人 県内第１位

東京湾北部地震・川口市の被害想定
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した人が多かったことが分かっています。２階建て木造住宅
の場合、六甲おろしに吹き飛ばされないために使われていた
重い屋根瓦と２階の重みで、１階の柱が折れてつぶれるケー
スが多かったのですが、建物が倒壊しても、２階に就寝して
いた場合は生存のスペースが残り、死者は少なかったのです。

　火災についても、消防庁発行の「阪神・淡路大震災の記録」
では、兵庫県内各市の建物倒壊率と火災発生件数の相関を示
すデータがあり、家屋倒壊が多い場所と火災発生件数は正比
例しています。神戸市消防局管内では、地震発生後14分間
に消火能力をはるかに超える53件の火災が発生し、１日合
計総出火件数109件、出場しても交通渋滞、途中で救助を要
請され、消火栓は使用不能の状況でした。埼玉でも、これと
同じことが起こります。当時、神戸市消防局員だった方に話
を聞きましたが、出火元はほとんどが倒壊建築物とのこと。
火災を減らすために、建物は倒壊させてはならないのです。

　遺体を検案した監察医のまとめでは、神戸市内の死者
2,416人のうち、建物倒壊から約15分後までに亡くなった人
が2,221人と約92パーセントに上り、即死した人が大半を占
めました。死者を減らすことは、救助体制を充実させること
ではありません。建物を倒壊させないことなのです。

　上のグラフの通り、どんなに自衛隊、消防、警察の組織を
充実させても、助からないということを前提に事前の準備を
する必要があります。

　震災対策を考える上で、被災者アンケートの手法がよく使
われます。しかし、被災者アンケートは本当の声ではありま
せん。被災者の声とは、犠牲者の声です。本当の声は、死者
の声なのです。死者は、水の確保が重要だ、食料や毛布を用
意しろ、避難所運営を考えろなどとは言いません。家の補強
が大事だ、家具は固定しろと言うでしょう。地震で人は死に
ません。建物の倒壊や家財道具の下敷きで死亡するのです。
地震で餓死者は出ません。これらは、地震対策の優先順位を
示す重要なキーワードです。多くの震災対策マニュアル本
は、各論は正解でも、優先順位が間違っていることが多いの
です。
　地震対策で一番重要なことは、私たちが建物を倒壊させな
いために多くの知恵とお金を投入しなければならないという
ことです。死んでしまったら、毛布や食料も水も避難所運営
も意味をなさないのです。
　以上の分析から、埼玉県内軟弱地盤の既存不適格木造建築
物を耐震化することが、犠牲者を減らし、火災延焼を防ぎ、
この国の危機を救う方法です。しかし、残念ながら民間建築
物の耐震化は遅々として進んでいないのが実情です。

●耐震化促進
  あまり知られておりませんが、震災被災者に対して、支援
金だけでなく支援物資、仮設住宅等々、被災者支援の費用
は、被災者1人当たり1,500万から２千万円にも上ります。
想定される関東直下地震の被害想定では、国家が負担する支
援費用は天文学的な金額になります。被災者に対して公助を
主体に乗り切ることは、どだい無理な話です。国家財政を破
綻させないように、自助の制度を構築する必要があります。
　震災後の手厚い支援は、財政破綻と事前準備を怠らせる原
因です。事実、日本と同じ地震国であるトルコが事後支援を
手厚くした結果、震災があれば全て国家が援助してくれると
いう甘えから、耐震化は全く進まず、その結果、財政破綻に
陥りました。耐震化した家屋だけが、努力をした人だけが、
震災後支援を受けられるような制度設計にすべきです。そこ
で、東京大学で都市震災軽減工学がご専門の目黒公郎教授が
提言している、耐震化にインセンティブを与える自助を基本
とした制度設計を紹介します。
  民間建築物の耐震補強工事は効果や信頼性に不安があり、
耐震化しようという動機付けをそいでしまいます。そこで、

自衛隊、消防、警察は助けてくれない

１．行政が準備すること〈公助〉

間違いだらけの震災対策　「地震で人は

死にません。地震で餓死者は出ません」

死亡日時 死亡者数
累計 ％
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臨床医が扱った事例監察医が扱った事例
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3,6511,2352,416計

神戸市の犠牲者の死亡推定時刻（関連死を除く）（神戸市内・地震後2週間まで）

兵庫県監察医調査に加筆 単位：人
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17日中に発生した神戸市内の火災の時間帯別発生状況（神戸市消防局調）

阪神淡路大震災　救出・救護の実態
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A耐震診断で補強の必要がないと判断された住宅、または耐
震補強して強度にお墨付きをもらった住宅が、万が一地震に
よって被害を受けた場合にのみ、行政から優遇支援される制
度が必要です。そのために、土地や生命保険を担保に金融機
関から融資を受けて耐震補強を実施します。経済的に困窮さ
れている方で、耐震工事の費用の工面ができない方には、新
たに公的支援を原資とする融資制度を設けます。返済中に死
亡された場合、保険から充当していただき、公的資金の欠損
をなくします。
  これと同時に、全国民に加入していただく耐震補強共済制
度を創設します。これは、耐震補強工事の際に５万円程度の
積立てをします。耐震補強済みの建物が国内で被災する確率
は100分の１程度です。共済加入者百世帯で、全壊１世帯、
半壊２世帯から３世帯分の支援費用を負担する計算です。共
済加入者には、地震で家屋が全壊した場合に１千万円、半壊
では300万円程度の支援を受けられます。現在、住宅メー
カーは、自社が建設した建物が地震で被災した場合に無料で
再建するビジネスモデルを商品として提供しています。これ
が成り立つのも、100世帯で２から３世帯を支えるという計
算式が成り立つからです。
  この共済制度は、市町村だけ、都道府県だけでは分母が分
子を支え切れないため、オールジャパンで対処する必要があ
ります。残念ながら今の地震保険は、被災地になりそうな地
域の一部の人が分母の保険です。この制度では、分母も被災
してしまい、支え合いの構図にはなりません。事実、地震保
険では、被災した場合、払い戻しは少額で、保険金ばかり高
くて、ビジネスモデルとしては成立していません。だからこ
そ、このオールジャパンの耐震補強共済制度が必要なので
す。この制度を構築すれば、公助すなわち公的資金による高
額な支援費用の負担を抑制できます。
●感震ブレーカー設置誘導

　阪神・淡路大震災の火災において、判明した出火原因は電
気火災が多かったとされ、電気火災の多くは停電から復電時
に起きる復電火災でした。電気による出火を防ぐためには、避
難時にブレーカーを遮断することなどが効果的ですが、大地
震発生時にとっさにそのような行動がとれるとは限りません。
　感震ブレーカーは設定値以上の震度の地震発生時に自動的
に電気の供給を遮断するものであり、各家庭に設置すること
で復電時の出火を防止し、他の住宅等への延焼を防ぐこと
で、被害を大きく軽減することができます。設置を促進する
ためには、国や県が補助制度を設けるべきです。
●受援計画の精度をあげること
　全国各地から支援を効率的に受けるために、あらかじめ支
援を受ける計画を策定する必要があります。私の指摘で改善
されましたがまだ十分な内容になっておりません。引き続き
取り組む内容です。

●帰宅困難者対策（すがかつみレポート2014年8月3日号参照）

　埼玉県の調査では、平日12時で最大136万人の方が東京都
内に滞在していることがわかっています。首都圏に大地震が
襲った場合、埼玉県民は河川にかかる橋梁を渡って帰宅しな
ければなりません。河川橋梁には帰宅困難者が集中し、なお
かつその場所は地震時等に著しく危険な市街地密集地域に指
定されています。埼玉県民は大地震発生時に帰宅経路で２次
災害の犠牲者になる可能性が高いのです。私は、帰宅困難者
が２次災害に巻き込まれ命を失うことのないように、県議会
において情報提供のしくみづくりを提案しています。

●災害図上訓練DIG（Disaster Imagination Game）の実施

　現状行われている防災訓練は、人とのつながりをつくりだ
すことでは意味はありますが、地元の実情にあわず災害時に
はあまり役にたちません。各個人の地元の状況を前提に想定
と準備が必要です。そのために災害図上訓練DIGの実施が必
要です。DIGは、参加者が地元の地図を囲み、地域の課題を
発見し災害対応や事前対策を考える実践的訓練です。年１回
は実施すべきだと考えます。自主防災組織のリーダー養成講
座で実施することが私の提案で実現しています。詳細につい
ては、県や市にお問い合わせください。
●避難所運営ゲームHUGの実施
　避難所HUGは、Ｈ（HINANZYO避難所）、Ｕ（UNEI運営）、Ｇ
（GAMEゲーム）の頭文字を取ったもので、英語で「抱きし
める」という意味です。避難者を優しく受け入れる避難所の
イメージと重ね合わせて名付けられました。避難所運営の訓
練教材として考案されたカードゲームです。避難者の年齢や
性別、国籍やそれぞれが抱える事情が書かれたカードを、避
難所の体育館や教室に見立てた平面図にどれだけ適切に配置
できるか、また避難所で起こる様々な出来事にどう対応して
いくかを模擬体験が可能です。
　プレイヤーは、このゲームを通して災害時要援護者への配
慮をしながら部屋割りを考え、また炊き出し場や仮設トイレ
の配置などの生活空間の確保、視察や取材対応といった出来

過去の大震災における出火原因

不明

電機に
よる発熱体

25％
その他

22％53％

東日本大震災（平成２３年３月）

総務省消防庁「火災年報別冊」を基に作成総務省消防庁ホームページを基に作成
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不明 30％
51％

その他

19％

阪神・淡路大震災（平成７年1月）

２．コミュニティが準備すること〈共助〉
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【埼玉県議会議員】

すがかつみの経歴

川口市上青木生まれ４８歳／上青木南小→飯仲小／

巣鴨中学／巣鴨高校／明治大学政治経済学部政治学科／

川崎製鉄株式会社／川口市議会議員／

埼玉県議会議員（２期）／

明治大学公共政策大学院／防災士／

民主党埼玉県総支部連合会・団体局長／

民主党埼玉第２総支部代表代行兼幹事長／

埼玉県議会民主党無所属の会・団体局長／

防災強化ＰＴ座長／再生可能エネルギーＰＴ座長／

県立医大設置検証ＰＴ座長

引かない  曲げない  あきらめない引かない  曲げない  あきらめない

事に対して、話し合いながらゲーム感覚で避難所の運営を体
験します。また、このゲームの実施により実効性の高い避難
所運営マニュアルの策定が可能です。
●防災倉庫の中に救出用資機材の備蓄を！
　私は、阪神淡路大震災の被災地で「あの時救出用資機材が
手元にあればあの人の命が救えたかもしれない」という言葉
を何度も耳にしました。震災時は、自衛隊、消防、警察は助
けてくれません。住民が主体的に救出の担い手になる必要が
あります。救出活動時に、素手だけでは何もできません。
バール、ジャッキ等救出用資機材の配備を急いでください。
県内の自主防災倉庫に救出用資機材を備蓄しているのは
37％程度にしかすぎません。私の議会提案で予算を充実さ
せています。是非ご活用ください。

●耐震診断、耐震補強、家具の固定化
　地震対策の肝は、耐震補強、家具の固定化です。まずは、
耐震診断を受けてください。県や市のホームページをご参照
ください。
●災害状況イマジネーション支援システム「目黒メソッド」
の実施  
　東京大学の目黒公郎教授
が考案した災害状況イマジ
ネーション支援システム
「目黒メソッド」は、私た
ちひとり一人の生活時間の
中に、災害への確かな意識
づけを行っていくトレーニ
ング・ツールです。どれだ
け優れた震災対策を持ち合わせていても、個々の人間が災害
状況を具体的にイメージできる能力を養っていなければ、「い
ざ」という時にこれを有効に活用することはできません。防
災力を向上させるには、災害状況を具体的にイメージできる
能力を獲得する必要があります。
①１日の行動パターンを表にする
  まず、自分の１日の生活を再認識するために、縦軸に自分
の１日の行動パターンを時間帯別にあげ、横軸に地震発生後
の時間経過をとった表を用意します。
②大地震が発生したと仮定し、自分の周囲で何がおこるか？
　各行動時間において、大地震があなたを襲ったと仮定しま
す。表の横軸に用意した地震発生からの時間経過の中で、自
分の周囲で起こると考えられる事柄を表に書き込みます。
③自分のすべきことを記入する
　今度は、表に記入したそれぞれの出来事に対し、「自分は
何をしなくてはならないか？」を考えて、同様に表を埋めて
いきます。その際に「それを実行するために必要なもの
は？」「その状況下でそれは手に入るのか？」といった様々
な問い掛けをしながらイメージを膨らませていくと、リアリ
ティのある回答が浮かんできます。
　以上が「目黒メソッド」の一連の作業です。ひと通りの作
業を終えると、かなり具体的に災害をイメージできるように
なっています。問題意識も強くなってきます。しかし、まだ
十分とはいえません。さらに、異なる季節や天候を設定した
り、違った行動パターンで繰返しシミュレーションを行う
と、大きく変化する事柄が見えてきたり、新たな自分の役割
を認識することもできます。そして、家族や友人にも実施し

てもらい、意見交換していくことで、双方の結束力も生ま
れ、いざという時の協力意識にもつながっていきます。
●感震ブレーカーの設置……上記説明の通りです。

　国や地方自治体、自衛隊、消防、警察は、地震によって倒
れてくる建物や家具から、私たちを守ってはくれません。ま
た被害の規模が大きければ、救援物資などにも限界がありま
す。「自分と自分の家族は自分で守る」が地震国に住む私た
ちに必要な心構えです。
　地震が起きるまでに私たちが準備しておくべきことを優先
順位の高い順から列挙します。
①良好な地盤に立つ強い家に住む
　多くの人は自宅で過ごす時間が一番長く、最も無防備な就
寝時間を過ごします。耐震性の高い家に住むことが最優先の
課題です。
②家具の転倒・ガラスの飛散を防止する
③被災した場合のことを家族で話しておく
・揺れの最中、地震の直後
・避難場所
・連絡方法
・避難用品
・備蓄品
④災害時に効率よく連絡を取り合う手段の確認
・災害用伝言ダイアル（171）
・災害用ブロードバンド伝言板（WEB171）
・携帯・PHS版災害用伝言板サービス

　自治体の危機管理能力を向上させると同時に、地域防災力
強化のための取り組みを積極的に行っています。防災のプロ
として持てる知識を地元の皆様に還元したいと考えます。
　東日本大震災を契機に防災マニュアル本が多数発行されて
います。しかし、その内容は個別の具体論は正しいのです
が、優先順位が間違っていると思われる記述が多過ぎると感
じます。 近づいている関東直下型の大地震で県民の皆様が犠
牲にならないように何をなすべきか？ご要望があれば無料で
出前講座を行わせていただきます。既に、川口市内だけでも
多数実施し好評をいただいています。是非、ご活用ください。

【連絡先：すがかつみ事務所☎048-255-4257】

地震対策出前講座をご利用ください

４．自分が準備すること〈自助〉

３．家庭が準備すること〈自助〉
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